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1

別所地域ケアプラザの
ホームページを開く。

▲

パソコン　https://bessho-cp.net

▲
スマホ▲

タブレット

※ラクラクフォンは

または
「別所地域ケアプラザ」で検索
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「貸館のご案内」をクリック
※ホームページの写真は一部六ツ川地域ケアプラザの画像を使っています。
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「貸館カレンダー」をクリック

この部分をクリック
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予約サイトに移動する

「了解して予約状況を見る」をクリック



5

「合言葉」を入力する

「サイトをみる」ボタンをクリック

団体登録時に口頭でお知らせします。

合言葉はひらがなで　↓

予約サイトに入室するためには合言葉が必要です。合言葉は変わ
ることがあり変わる場合はメールにてご連絡します。

ご注意）合言葉はご担当者以外には知らせないでください。

②

①
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貸館の部屋を選ぶ

「予約する」ボタンをクリック

借りる部屋を選んで

合言葉はひらがなで　↓



7

借りたい日を選ぶ

借りたい日をクリック

月の移動は
ここをクリック

日にちの下に「○」がある日は、どこかの枠が空いています。
「×」がある等、選べない場合は空きはありません。
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借りたい枠（時間帯）を選ぶ

（一度に複数枠も指定できます）
借りたい枠をクリック

「連絡先を入力する」クリック

選択した日にち

①
②

指定期間を超えた
予約は絶対に
行わないで下さい
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システムにログインする

「RESERVA 会員ログイン」をクリック

RESERVA「レゼルバ」という予約システムに入ります。

初回は連絡先の
登録が必要です。

別紙
「貸館新規登録の方法」
をご覧下さい。

貸館新規登録
の方法

横浜市別所地域ケアプラザ

Ver.20200228

貸館ご利用者様向け

メールアドレス変更・・・・　10

新規登録・・・・・・・・・　 1

（パスワード）
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システムにログインする

登録したメールアドレスと
パスワードを入力

「ログイン」ボタンをクリック

①

②
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予約の内容を確認する

※ご注意）連絡事項欄はご利用できません。

「完了する」ボタンをクリック

内容に間違いないか確認する

一ヶ月に予約できる
枠の限度を
超えていませんか？
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仮予約の受付が完了

仮予約受付完了
予約番号：reTKIAA1T

仮予約いただき、誠にありがとうございます。仮予約を受付ました。
※仮予約のため、ご予約はまだ確定しておりません。
別途、予約確認後に、予約確定／不可メールが届きますので、必
ずご確認ください。

仮予約受付の確認メールを送信いたしましたので、必ず予約内容
をご確認ください。
確認メールがお手元に届かない場合、 迷惑メールフォルダ及びゴミ
箱に自動的に振り分けられている可能性がありますので、迷惑メー
ルフォルダ及びゴミ箱をご確認ください。
それでも確認メールが届かない場合は、ご入力のメールアドレス
が間違っている可能性がありますので、お問い合わせください。

予約が完了しました。予約完了のメールが送信されますので
メールをお確かめください。
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予約確認メール
下記のメールが届きます。

テスト 太郎 様

ご予約ありがとうございます。
以下の内容でご予約が確定しました。
------------------------
■予約番号
BsvnsBWsr
■予約日時
03月 26 日 ( 木 ) 午後２ 15:00～18:00
■予約メニュー
多目的ホール

■予約確認及びキャンセル
https://reserva.be/mypage/reservehistory 
1 日前までにWEBにてキャンセルできます。
------------------------
■施設情報
横浜市別所地域ケアプラザ
https://reserva.be/besshocp/about
神奈川県横浜市南区別所 1-7-23
0457163884

確認事項 :
 ・このメールは、予約システム RESERVA によって配信されています。
 ・予約システム RESERVA を無料でお試しの場合はこちら :
   https://reserva.be/ 



部屋を指定する
ページに戻り、
予約できます。

青色の枠で「横浜市別所地域ケアプラザ」をクリック

続けて予約する

マニュアルの
6ページ参照

14
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システムでは枠の限度をチェックできないため、限度を越えた予約でも
一度は予約できてしまいますが、後日キャンセルとなります。

ご注意ください！
まだ終わりではありません！
ケアプラ貸館ルールに違反した予約登録はキャンセ
ル手続きをとらせていただきます。予約が完了した
後、キャンセルのメールが届きましたら、ルールど
おりに申し込みしているか再度ご確認下さい。
キャンセルメールが届くまでに 1 日ほど時間がかか
る場合があります。

 □ 指定予約期間を超えた登録をしていませんか？

 □  1 回で予約できる枠の限度を超えていませんか？

 □ 予約後 8 日以内に申し込み書の提出が必要です。

※予約できる期間は団体によって
1ヶ月先、2ヶ月先、3ヶ月先までと決まっています。
今一度お確かめください。

システムでは期間をチェックできないため、期間を越えた予約でも
一度は予約できてしまいますが、後日キャンセルとなります。
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※キャンセルされた時点で自動送信される
　メールです。
　理由は明記されません。

キャンセルとなったときに
届くメール①
キャンセルとなった場合はこの自動メールが届きます。

●●●● 様

下記の通り、サービスの予約をキャンセルしました。
--------------------
■予約番号
jPJEo23XF

■予約日時
03月 31 日 ( 火 ) 夜　間 18:00 ～ 21:00

■予約メニュー
多目的ホール
--------------------
■施設情報
横浜市別所地域ケアプラザ
https://reserva.be/besshocp/about
神奈川県横浜市南区別所 1-7-23
0457163884
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※文章は変わることが
あります。

キャンセルとなったときに
届くメール②
①とは別にケアプラ地域交流担当から下のメールが届きます。

貸館利用団体
ご担当者様 

お世話になっております。
別所地域ケアプラザ地域交流担当です。
貸館のご利用ありがとうございます。

ネットから貸館ご予約をいただきましたが
まことに申し訳ございません、下記の理由により
キャンセルとさせていただきました。
 -----　-----　-----
【キャンセル理由】
予約できる日（時間）になる前に予約してしまった。
※予約できる日は団体により、１ヶ月前から、２ヶ月前から、３ヶ月前からと決め
られています。時間もそれぞれ午前９時００分からとなりますのでそれより前のご
予約はキャンセルとなります。

 【キャンセル理由】
１ヶ月に利用できる枠を超えてしまっている。
※１ヶ月に利用できる枠（コマ数）は規定されています。枠を超えたご予約はキャ
ンセルとなります。
※多目的ホールと調理室に限り、同じ日・同じ時間のご利用は１枠と数えることが
できます。
 -----　-----　-----
公平にご利用いただくために、ルールを決めさせていただいております。何卒ご理
解の上、再度のご予約をお願いいたします。
--------------------
横浜市別所地域ケアプラザ
（貸館予約／地域交流担当）
〒232-0064
神奈川県横浜市南区別所 1-7-23
0457163884



18

予約方法について不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

別所地域ケアプラザ（地域交流担当）

045-716-3884



画面右上の　　　　　マークを
クリックして
更に「マイページ」をクリックする
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予約を確認する
自分のとった予約を確認する方法です。
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予約を確認する
マイページから「予約履歴」を見ることができます。

予約日時 店舗名 サービス名 状況

2020/03/26
午後２
15：00～18：00

別所地域ケアプラザ
貸館予約

多目的ホール 予約確定 キャンセル



キャンセルしたい予約の「キャンセル」ボタンをクリック
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予約をキャンセルする
予約を間違えた場合はキャンセルすることができます。

予約日時 店舗名 サービス名 状況

2020/03/26
午後２
15：00～18：00

別所地域ケアプラザ
貸館予約

多目的ホール 予約確定 キャンセル



「ＯＫ」ボタンをクリック
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予約をキャンセルする
予約を間違えた場合はキャンセルすることができます。



キャンセルされた予約は
薄い灰色の文字となり、キャンセルと表示されます
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予約をキャンセルする



予約方法について不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

別所地域ケアプラザ（地域交流担当）

045-716-3884


